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びわ湖ホール声楽アンサンブル
日本合唱音楽の古典Ⅵ
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庭でとれたヤマブドウの実。ブドウジュースにしていただく。（今森光彦）

掲載内容は、8月5日（木）現在の情報です。変更となる場合がありますので、今後の情報にご注意ください。

9/17（金） 友の会優先発売  9/19（日） 一般発売9/3（金） 友の会優先発売  9/5（日） 一般発売

びわ湖ホール芸術監督の沼尻竜典が手掛ける人気シリーズ。日本合唱音楽の
「古典」として愛され、これからも未来に歌い継いでいきたい名曲の数 と々、滋賀
県在住の詩人 森 哲弥の詩に寺嶋陸也が曲をつけた委嘱作品をお贈りします。
また、文化産業交流会館、東京文化会館でも同プログラムで公演を実施します。
指揮：沼尻竜典〈第73回定期公演・東京公演vol.12〉
　　 大川修司〈米原公演vol.1〉
［曲目］大中 恩：サッちゃん、おなかのへるうた

寺嶋陸也：《年を忘れた少年の歌》
             混声合唱とピアノのための （森 哲弥 詩）
三善 晃：唱歌の四季　ほか

ニューヨークを拠点に世界的に活躍を続ける山中千尋がスペシャル・トリ
オで登場。ダイナミズムと超絶技巧、ジャズの伝統と斬新なアレンジを併
せ持ち、リリースされたアルバムは全て、国内のあらゆるJAZZのCD
チャートで１位を獲得。デビューから１５年経ち、ますます精力的に活動す
る山中の“今”が聴けるライブにご期待ください。

山中千尋トリオ

10月31日（日）15：00開演［大ホール］
S席5,000（4,500）円　A席4,000（3,500）円
青少年（25歳未満）1,500円

出演：山中千尋（ピアノ）、山本裕之（ベース）、橋本現輝（ドラムス）
曲目（予定）：山中千尋：リヴィング・ウィズアウト・フライデー
　　 　　　ジョージ・ガーシュウィン：サマータイム
　　　　　　　　　　　　　　　愛するポーギー
　　 　　　リー・ハーライン：星に願いを　　ほか

大人の楽しみ方31

山中千尋

10月16日（土）14：00開演［小ホール］
一般2,000円　青少年（25歳未満）1,000円

スタンウェイ“ピノ”シリーズvol.7

日本語とうた～言葉としての日本語、そして日本のうた～
團 伊玖磨と武満 徹
声楽家からの信頼も厚く、そしてコンサートのプロデュースも手掛ける河原
忠之のピアノとびわ湖ホール声楽アンサンブルの歌声で團 伊玖磨と
武満 徹の作品を演奏します。日本の歌の魅力をお楽しみください。

［曲目］團 伊玖磨：六つの子供のうた（北原白秋 詩）
　 　　　 歌劇『夕鶴』より抜粋
武満 徹：翼（武満 徹 詞）
            死んだ男の残したものは（谷川俊太郎 詞）　ほか

ピアノ・構成：河原忠之
出演：黒田恵美*（ソプラノ）、森 季子*（メゾソプラノ）
        古屋彰久*（テノール）、五島真澄*（バリトン）

*びわ湖ホール声楽アンサンブル・ソロ登録メンバー

びわ湖ホールとびわ湖ホール声楽アンサンブルの
PR動画「びわ湖ホールからの贈りもの」を配信中！
びわ湖ホールとびわ湖ホール声楽アンサンブルの
PR動画「びわ湖ホールからの贈りもの」を配信中！

視聴はYouTubeびわ湖ホール公式チャンネルから→

びわ湖ホール声楽アンサンブルの歌声を国内外へ発信するPR動画を作成しました。
動画では、これまでに開催した公演の一部を公開（無料）しています。

助成：コンテンツグローバル需要創出促進事業費補助金

１月28日～31日　オペラへの招待　モーツァルト作曲 歌劇『魔笛』
5月1日～2日　近江の春 びわ湖クラシック音楽祭2021 NEW！

2021年

公開中の公演

  7月26日　特別公演 沼尻竜典 日本合唱音楽セレクション
　　　　　　  ～びわ湖ホール声楽アンサンブルとともに～

2020年

  8月23日　沼尻竜典×京都市交響楽団　マーラー 交響曲第4番
11月14日　特別公演 本山秀毅×びわ湖ホール声楽アンサンブル
　　　　　　 マタイ受難曲

大川修司
（米原公演）

沼尻竜典
（びわ湖ホール公演・東京公演）

ⓒRYOICHI ARATANI

11月7日（日）14：00開演
［東京文化会館 小ホール］
一般4,000（3,500）円　青少年（25歳未満）2,500円

第73回定期公演
11月6日（土）14：00開演［大ホール］
一般3,000（2,500）円　青少年（25歳未満）1,500円

10月30日（土）14：00開演
［文化産業交流会館 小劇場］
一般2,500円　青少年（25歳未満）1,500円
滋賀県立文化産業交流会館　TEL.0749-52-5111
（平日8：30～19：00、土日8：30～17：00／月曜休館、休日の場合は翌日）
https://www.s-bunsan.jp/

※当初予定しておりましたライブ配信は、都合により実施しないこととなりました。

フジコ・ヘミング 昼下がりのコンチェルト

12月15日（水）15：00開演［大ホール］
S席12,000円　A席10,000円　B席8,000円　C席6,000円

お問い合わせ：株式会社コンサート・ドアーズ　03-3544-4577

共
　催

東京公演 vol.12 

ピアノ：フジコ・ヘミング　指揮：マリオ・コシック　管弦楽：関西フィルハーモニー管弦楽団
※当初の予定よりオーケストラを変更しています。

初演

９月１８日（土）14：00開演［大ホール］
S席5,000（4,500）円　A席4,000（3,500）円　B席3,000円　C席2,000円
青少年（25歳未満）1,500円　シアターメイツ750円

指揮：沼尻竜典（びわ湖ホール芸術監督）　管弦楽：京都市交響楽団
［曲目］マーラー：交響曲 第10番～アダージョ

 交響曲 第１番「巨人」

マーラー・シリーズ 沼尻竜典×京都市交響楽団

マーラーと親しかった名指揮者ブルーノ・ワルター（1876-1962）
は、「マーラー作品にはいたるところに『歌』がある」と言いまし
た。この「歌」とは、「歌心溢れるメロディー」のこと。難しく考え
ず、まずはヒットソングを聴くようにメロディーを楽しんでみま
しょう。

クラシック音楽には「ここで繰り返し」などの、お約束の形式がつ
きものです。マーラーは、そのお約束を時に裏切り、自由に曲を
構成しました。「ここでこんなメロディーが出てくるの!?」と、奇想
天外な物語を読むように、流れに身をまかせてみましょう。

マーラーと言えば巨大なオーケストラを連想する方も多いか
と思います。もちろんそのオーケストラを鳴らしきる、迫力のあ
る場面も大きな魅力ですが、繊細な自然の表情や、民族音楽の
素朴な高揚感など、オーケストラの変幻自在な音の色彩にも注
目です。

マーラー（1860-1911）は、交響曲と歌曲にすぐれた作品を残し、後期ロマン派を代表する作曲家の一人です。今回取り上げるのは、人気の交響曲
第1番「巨人」と、生演奏に触れる機会の少ない交響曲第10番より第1楽章「アダージョ」の2曲。今月は、本公演を10倍楽しむ方法をご紹介します。

おすすめ公演PICK UP

初期の自作の歌曲「さすらう若人の歌」をはじめ、
歌曲や民謡などの引用が多く、まさに「メロディー
の宝庫」。第3楽章ではよく知られた民謡に基づく
葬送行進曲からクレズマー音楽（ユダヤ系の民族音楽）まで登
場し、予測不可能な展開をみせます。繊細な旋律を歌い上げる
かと思えば、最後は大きな盛り上がりも見せる見事な構成で、
演奏回数も多い人気曲です。

本公演では、絶筆となった交響曲第10番のうち、
唯一マーラー自身が完成させた第1楽章「アダー
ジョ」を演奏します。瞑想的な冒頭のヴィオラのメ
ロディーが、時間をかけて自由に変化していくのが軸。美しい高
揚感をもちながら、ところどころ厭世的になったり舞曲風になっ
たり、また時に激情的になるなど、感情の振れ幅の大きい傑作
で、最晩年のマーラーの心境を伝えていると評されています。

Ⓒ京都市交響楽団

沼尻竜典×岡田暁生の「マーラー対談」
公演に先がけて、指揮の沼尻竜典と、京
都大学教授・岡田暁生による対談の模様
をHPで公開しています。今回の演奏曲に
ついてのお二人の思い出や聴
きどころなど、楽しいお話が満
載。ぜひご覧ください！
https://www.youtube.com/user/BiwakoHall

Stage No.278　2021年8月20日発行
発行・編集 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール
〒520-0806 大津市打出浜15-1　TEL.077（523）7133
https://www.biwako-hall.or.jp/

文化庁文化芸術振興費補助金
（劇場・音楽堂等機能強化推進事業）
独立行政法人日本芸術文化振興会

このパンフレットは再生紙を使用しています。
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P びわ湖ホール駐車場

びわ湖ホール

なぎさ通り

琵琶湖

●大阪から新快速で約40分、京都から約10分●名古屋から新幹線／京都駅のりかえで約60分

〈アクセス〉

《駐車場のご案内》
料金：  7：00～23：00　1時間毎210円（4時間経過後1時間毎110円）
　　  23：00～  7：00　1時間毎110円（時間内最大料金420円）

24時間営業

チケット購入方法

※チケット料金は消費税込の価格を表示。　※（　）内は友の会会員料金。　※一部公演を除き座席指定。
※一部公演を除き6歳未満のお子さまはご入場になれません。　※完売の際はご容赦ください。ただし取扱終了と記載されている公演についても、前売券の追加販売
や当日券を販売する場合があります。その場合は、事前にHP等でお知らせします。　※事情により出演者等が変更になる場合があります。　※チケットのキャンセル・
変更はできません。チケットの購入後、期限内に所定の手続きをされない場合には、チケットの販売、引渡しをお断りいたします。　※大・中・小ホールの公演では、テレ
コイル機能の付いた補聴器や人工内耳を使用されている方は、テレコイルモードに切り替えるとヒアリングループを利用した音声をお楽しみいただけます。

優先発売日の午前10時から、上記の電話およびインターネットでお受けします。なお、1回の受付でお買い求めいただける枚数を
制限する公演がございます。詳しくは公演チラシもしくはインターネットでお確かめください。お電話の場合はお手元に会員カードを
ご用意いただき、クレジットカード決済をご希望の場合はカード番号、有効期限をお知らせください。

【友の会優先発売】

発売日の午前10時から、びわ湖ホールチケットセンター、または上記の電話およびインターネットでお受けします。
なお、1回の受付での販売枚数を制限する公演がございます。詳しくは公演チラシもしくはインターネットでお確かめください。

【一 般 発 売】

【青少年割引当日券の販売】　　　　　　　　 がある公演は、公演当日に残席がある場合に限り、青少年（25歳未満）の方に、半額で当日券を発売
　　　　　　　　　　　　 　　いたします。SS～E席のみ。U30・U24席は除く。※劇場窓口のみ取扱い。学生証など年齢のわかるものをご提示ください。

青少年割引当日券

【セット券／U30席・U24席／シアターメイツ優待公演　　 】セット券／U30席・U24席／シアターメイツチケットはびわ湖ホールチケットセンターのみの取扱い（電話・窓口のみ）。

携帯電話、スマートフォン（iPhone標準ブラウザ、Android標準ブラウザ）からもチケットをご購入いただけます。
詳しい推奨環境に関する表示はhttps://www2.biwako-hall.or.jp/mobile/env.htmlに記載しております。
携帯電話、スマートフォンの方はhttps://www2.biwako-hall.or.jp/eticket_mobile/をご利用ください。
※パソコンにて登録されたユーザー ID、パスワードはそのままお使いいただけます。

https://www.biwako-hall.or.jp/インターネット予約

チケットセンター
TEL.077（523）7136
電話予約

（10：00～19：00／火曜休館※休日の場合は翌日。）

Ticket

チケットセンター（2階）
窓口販売


